
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 函館松陰郵便局 040-0003 北海道函館市松陰町3-2

函館人見郵便局 040-0005 北海道函館市人見町17-19
函館本町郵便局 040-0011 北海道函館市本町9-2
函館時任郵便局 040-0012 北海道函館市時任町23-8
函館千代台郵便局 040-0013 北海道函館市千代台町12-19
函館日乃出郵便局 040-0022 北海道函館市日乃出町7-24
函館堀川郵便局 040-0025 北海道函館市堀川町5-17
函館旭町郵便局 040-0037 北海道函館市旭町3-16
函館宝来郵便局 040-0043 北海道函館市宝来町24-6
函館公園通郵便局 040-0044 北海道函館市青柳町18-13
函館弁天郵便局 040-0051 北海道函館市弁天町3-3
函館大町郵便局 040-0052 北海道函館市大町3-15
函館元町郵便局 040-0054 北海道函館市元町28-13
函館海岸郵便局 040-0061 北海道函館市海岸町12-9
函館駅前郵便局 040-0063 北海道函館市若松町7-18
函館大手郵便局 040-0064 北海道函館市大手町10-21
函館亀田郵便局 040-0072 北海道函館市亀田町15-10
函館松川郵便局 040-0074 北海道函館市松川町23-26
函館万代郵便局 040-0075 北海道函館市万代町14-28
函館北浜郵便局 040-0078 北海道函館市北浜町2-16
函館白鳥郵便局 040-0082 北海道函館市白鳥町15-34
函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町1-6
小安郵便局 041-0251 北海道函館市小安町85
石崎郵便局 041-0299 北海道函館市石崎町205-3
戸井郵便局 041-0305 北海道函館市館町116-1
尻岸内郵便局 041-0499 北海道函館市川上町480-3
恵山郵便局 041-0522 北海道函館市恵山町146
古武井郵便局 041-0525 北海道函館市日ﾉ浜町136-20
椴法華郵便局 041-0611 北海道函館市新浜町171-2
函館石川郵便局 041-0802 北海道函館市石川町461-37
函館赤川郵便局 041-0806 北海道函館市美原4-37-14
函館桔梗郵便局 041-0808 北海道函館市桔梗3-25-3
函館富岡郵便局 041-0811 北海道函館市富岡町1-10-11
函館東富岡郵便局 041-0811 北海道函館市富岡町2-65-3
函館昭和郵便局 041-0812 北海道函館市昭和1-28-21
五稜郭駅前郵便局 041-0813 北海道函館市亀田本町63-2
函館港町郵便局 041-0821 北海道函館市港町1-20-23
函館神山郵便局 041-0832 北海道函館市神山2-19-1
函館東山郵便局 041-0835 北海道函館市東山2-1-30
函館日吉郵便局 041-0841 北海道函館市日吉町3-45-38
函館日吉四郵便局 041-0841 北海道函館市日吉町4-5-18
函館花園郵便局 041-0843 北海道函館市花園町5-20
函館本通郵便局 041-0851 北海道函館市本通3-27-10
函館鍛治町郵便局 041-0852 北海道函館市鍛治1-20-6
函館中道郵便局 041-0853 北海道函館市中道1-19-10
大中山郵便局 041-1121 北海道亀田郡七飯町大中山1-1-1
七飯郵便局 041-1199 北海道亀田郡七飯町本町6-2-2
千代田郵便局 041-1222 北海道北斗市千代田308-2
大野駅前郵便局 041-1242 北海道北斗市市渡788-18
北斗北郵便局 041-1299 北海道北斗市本町2-7-11
大沼郵便局 041-1399 北海道亀田郡七飯町大沼町301-9
鹿部郵便局 041-1499 北海道茅部郡鹿部町宮浜2-1
木直郵便局 041-1602 北海道函館市木直町367
尾札部郵便局 041-1603 北海道函館市尾札部町409
臼尻郵便局 041-1613 北海道函館市臼尻町165
大船郵便局 041-1622 北海道函館市大船町196
南茅部郵便局 041-1699 北海道函館市川汲町481-3
函館北郵便局 041-8799 北海道函館市美原2-13-21

函館上湯川郵便局 042-0914 北海道函館市上湯川町11-2
函館西旭岡郵便局 042-0915 北海道函館市西旭岡町2-51-4
亀尾郵便局 042-0917 北海道函館市亀尾町10
銭亀郵便局 042-0922 北海道函館市銭亀町135

湯川温泉郵便局 042-0932 北海道函館市湯川町2-25-22
函館湯浜郵便局 042-0933 北海道函館市湯浜町10-11
函館深堀郵便局 042-0941 北海道函館市深堀町22-41
函館柏木郵便局 042-0942 北海道函館市柏木町11-35
函館上野郵便局 042-0954 北海道函館市上野町4-16
函館東郵便局 042-8799 北海道函館市湯川町2-9-1
江差水堀郵便局 043-0017 北海道檜山郡江差町水堀町268
江差尾山郵便局 043-0024 北海道檜山郡江差町尾山町121
江差愛宕郵便局 043-0031 北海道檜山郡江差町愛宕町33
江差茂尻郵便局 043-0052 北海道檜山郡江差町茂尻町219-2
栄浜郵便局 043-0113 北海道爾志郡乙部町栄浜22-1
乙部郵便局 043-0199 北海道爾志郡乙部町緑町228-7
豊浜郵便局 043-0231 北海道爾志郡乙部町豊浜6
館平郵便局 043-0399 北海道二海郡八雲町熊石相沼町66-2



都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 関内郵便局 043-0418 北海道二海郡八雲町熊石関内町61

熊石郵便局 043-0499 北海道二海郡八雲町熊石根崎町58
宮野郵便局 043-0513 北海道久遠郡せたな町大成区宮野91-1
久遠郵便局 043-0599 北海道久遠郡せたな町大成区都254
厚沢部郵便局 043-1199 北海道檜山郡厚沢部町新町19-2
鶉郵便局 043-1237 北海道檜山郡厚沢部町鶉町38-5
館郵便局 043-1399 北海道檜山郡厚沢部町館町126-2
奥尻郵便局 043-1499 北海道奥尻郡奥尻町奥尻800
青苗郵便局 043-1521 北海道奥尻郡奥尻町青苗274-24
江差郵便局 043-8799 北海道檜山郡江差町姥神町49-2

小樽堺町郵便局 047-0027 北海道小樽市堺町6-14
北斗浜分郵便局 049-0101 北海道北斗市追分2-16-6
七重浜郵便局 049-0111 北海道北斗市七重浜2-28-14
久根別郵便局 049-0121 北海道北斗市久根別2-26-7
北斗谷好郵便局 049-0141 北海道北斗市谷好2-1-3
北斗郵便局 049-0199 北海道北斗市飯生2-11-1
茂辺地郵便局 049-0281 北海道北斗市茂辺地2-5-44
渡島当別郵便局 049-0282 北海道北斗市当別4-2-18
泉沢郵便局 049-0405 北海道上磯郡木古内町泉沢176
札苅郵便局 049-0411 北海道上磯郡木古内町札苅225-1
木古内郵便局 049-0499 北海道上磯郡木古内町本町536-2
湯ノ岱郵便局 049-0562 北海道檜山郡上ﾉ国町湯ﾉ岱157-2
木ノ子郵便局 049-0606 北海道檜山郡上ﾉ国町木ﾉ子49-1
中須田郵便局 049-0624 北海道檜山郡上ﾉ国町中須田471-3
上ノ国郵便局 049-0699 北海道檜山郡上ﾉ国町大留65-4
檜山石崎郵便局 049-0741 北海道檜山郡上ﾉ国町石崎66-2
涌元郵便局 049-1104 北海道上磯郡知内町涌元173-1
知内郵便局 049-1106 北海道上磯郡知内町元町230
湯ノ里郵便局 049-1221 北海道上磯郡知内町湯ﾉ里114-3
福島郵便局 049-1399 北海道松前郡福島町三岳9-3
吉岡郵便局 049-1453 北海道松前郡福島町吉岡97
白神郵便局 049-1524 北海道松前郡松前町白神273
松前郵便局 049-1599 北海道松前郡松前町松城11
館浜郵便局 049-1641 北海道松前郡松前町館浜175
静浦郵便局 049-1643 北海道松前郡松前町赤神349-1
原口郵便局 049-1762 北海道松前郡松前町原口78-1
清部郵便局 049-1783 北海道松前郡松前町清部229
江良郵便局 049-1799 北海道松前郡松前町江良426-1
駒ケ岳郵便局 049-2141 北海道茅部郡森町駒ｹ岳482
掛澗郵便局 049-2221 北海道茅部郡森町砂原西3-108-12
砂原郵便局 049-2222 北海道茅部郡森町砂原2-41-4
尾白内郵便局 049-2301 北海道茅部郡森町尾白内町398-13
森港郵便局 049-2302 北海道茅部郡森町港町44-4
森本町郵便局 049-2325 北海道茅部郡森町本町44
森郵便局 049-2399 北海道茅部郡森町御幸町120

渡島濁川郵便局 049-2462 北海道茅部郡森町濁川237-3
石倉郵便局 049-2463 北海道茅部郡森町石倉町623-1
落部郵便局 049-2562 北海道二海郡八雲町落部552-1
山越郵便局 049-2671 北海道二海郡八雲町山越197
野田生郵便局 049-2672 北海道二海郡八雲町野田生251
八雲駅前郵便局 049-3106 北海道二海郡八雲町富士見町27-1
八雲宮園郵便局 049-3115 北海道二海郡八雲町出雲町48-3
八雲郵便局 049-3199 北海道二海郡八雲町本町265-1
黒岩郵便局 049-3341 北海道二海郡八雲町黒岩31-1
国縫郵便局 049-3462 北海道山越郡長万部町国縫87
長万部郵便局 049-3599 北海道山越郡長万部町長万部452-24
花石郵便局 049-4153 北海道瀬棚郡今金町花石148-2
種川郵便局 049-4324 北海道瀬棚郡今金町種川366-2
今金郵便局 049-4399 北海道瀬棚郡今金町今金153
丹羽郵便局 049-4433 北海道久遠郡せたな町北檜山区丹羽5-12
太櫓郵便局 049-4517 北海道久遠郡せたな町北檜山区太櫓215-2
北桧山郵便局 049-4599 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山366-16
若松郵便局 049-4799 北海道久遠郡せたな町北檜山区若松323
島歌郵便局 049-4824 北海道久遠郡せたな町瀬棚区北島歌28
瀬棚郵便局 049-4899 北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町186-1
静狩郵便局 049-5141 北海道山越郡長万部町静狩35-2

北海道庁赤れんが前郵便局 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西4-3
札幌中央市場前郵便局 060-0010 北海道札幌市中央区北十条西21-2-30
札幌大通郵便局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西2-9

札幌大通公園前郵便局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西4-6-8
札幌駅パセオ郵便局 060-0806 北海道札幌市北区北六条西2-1
札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東1-2-1

千歳郵便局新千歳空港内分室 066-0012 北海道千歳市美々（新千歳空港ターミナルビル2階）
旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通6-28-1
釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町13-2-1


